
 古賀市記者懇談会（１０月）  
平成３０年１０月２４日（水）１６時～ 

古賀市役所Ａ応接室  

 

朝日新聞社、共同通信社、時事通信社、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞社（５０音順） 

① 古賀市長選挙を舞台に「せんきょ割」を実施します！！【P1】  

【古賀すたいる】（問い合わせは古賀すたいる 大神＝090－5476－0646） 
11 月 25 日の古賀市長選挙にて「せんきょ割」を実施します。 
18 才からの若者世代も有権者になり、20 代・30 代の世代を含め、あまり投票に赴い

ていない有権者に、少しでも選挙に関心を持ってもらい投票を促すために今回も「せんき

ょ割」を実施します。4 度目の「せんきょ割」で今回は約 40 の協力店が魅力的な特典を準

備しています。 
 
② ビブリオバトル開催します！【P2】 
【古賀市役所】（問い合わせは文化課 福間＝092－942－2561） 
読んだ本の魅力を伝えあい、その中から読みたい本のチャンピオンを選ぶゲームです。

バトラー（発表者）と観覧者を現在募集しています。 
 

③ 第 18 回市民ウォーキング 古賀を歩こう！～秋の路～【P3】 
【古賀市教育委員会】（問い合わせは生涯学習推進課 荒川＝092－942－1347） 
ファミリーや初級者向けの 5ｋｍコース、歩き応えある中級者向け 10ｋｍ、そして健脚

者向け 15ｋｍコースの 3 コースを準備しました。 
 

④ 女性の起業を支援！秋まつり！こがみらいサンリブマルシェ開催！【P4】 
【一般社団法人こがみらい】（問い合わせは 魚谷＝090－7440－5708） 
 女性を中心に起業を考えている人、起業したばかりの人による、アクセサリー・雑貨・

ファッション・コーヒー・エステ等オリジナルショップがサンリブ古賀店に大集合します。

子どもから大人まで気軽に参加できるワークショップはもちろん、テレビで紹介された古

賀の物産も紹介販売します。 

 

⑤ パソコンで確定申告書を作成する練習してみませんか？参加者大募集！【P5】 
【古賀市役所】（問い合わせは市税課 野田＝092－942－1126） 
毎年 2 月に市役所や税務署にて行う確定申告、人が多くて時間がかかっていませんか？

パソコンで確定申告書が作れるようになると、好きな時間に自宅で簡単に確定申告を行う

ことができます。いっしょに確定申告書を作る練習をしてみませんか？ 
 
◎《お知らせ》 

① 地域の風景や人とふれあう「オータムウォーキング」！！【P6】 

【古賀中学校】（問い合わせは古賀中学校教頭 古賀＝092－942－6871） 
日時：11 月 9 日（金） 9 時 20 分～14 時 20 分  
場所：古賀中学校 

  
② 保育園児と共に探検と体験「学校さんぽ」！【P7】 
【古賀中学校】（問い合わせは古賀中学校教頭 古賀＝092－942－6871） 
日時：11 月 13 日（火） 10 時～11 時 50 分  
場所：古賀中学校 

 

 



③ 第 18 回古賀市子どもわくわくフェスタを開催します！【P8】 
【古賀市教育委員会】（問い合わせは青少年育成課 渋田＝092－942－1172） 

  日時：12 月 2 日（日）10 時～15 時 
  場所：リーパスプラザこが（中央公民館、交流館、市民体育館・市民グラウンド） 
   

④ 第 14 回野幸山幸おのまつり「ふるさとづくり・ひとづくり」【P9】 
【小野小学校】（問い合わせは小野小学校教頭 大住＝092－946－2331） 

  日時：11 月 11 日（日）9 時～14 時 30 分 
場所：小野小学校 

 
⑤ 古賀市議会第 1 回臨時議会 
【古賀市役所】（問い合わせは総務課 西村＝092－942－1112） 

  日時：11 月 19 日（月）9 時 30 分～ 
場所：古賀市役所 議場 

 ＊内容については決まり次第お知らせします。 

 
 

 ■問い合わせ先 

古賀市役所経営企画課 波多江、吉田＝092-942-1346 ✉pr-koho@city.koga.fukuoka.jp 
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■企画概要 

・ 古賀市内の有権者が古賀市内の投票所に投票に行くと、古賀市選挙管理委員会より「投票

所来所証明書」を発行されます。この証明書を持参した有権者は、協力店ごとに、ちょっ

とした特典を楽しむことができます。 

・ 古賀市内在住の有権者にとって、証明書を持って協力店をハシゴすることにより、選挙啓

発に協力するような社会貢献あふれる市内のステキなお店との出会いが楽しめます。協力

店にとっても、投票を行った市民との出会いがあり、市内の消費者と事業者の語らいから

「まちづくり」の芽が生まれます。 

・ 「古賀すたいる」は、Web サイトならびにフリーペーパー等を活用して、協力店一覧の作

成や、各店の魅力・実際の特典内容を紹介しながら、事業者の CSR 活動ならびに選挙啓発・

投票促進に貢献します。 
    

■協力店の募集概要・条件 

・ 古賀市内に事業所や活動場所があること。 

・ 広告掲載料等の負担は不要。ただし特典の提供にかかるコストは協力店が負担。 

・ 公職選挙法上の「買収」「選挙違反」にならないよう、立候補者と三親等以内の親族や、特

定の候補者の支持者等については、協力店となることをお断りしています。 

・ 9 月末日までの受付分約 40 店分を、一覧に掲載して 25,000 部作成。うち 22,000 部は、古

賀市行政を通じ全戸配布。残り 3,000 部は店舗等を通じて配布。 
・ 9 月末日までに受付をした約 40 店には、「特製ノボリ」を配布し、さらなる機運づくりに

協力していただいています。 
 

■その他 

・ 引き続き今後も協力店を募集しています。 

・ 申込や詳細情報を「古賀すたいる」http://www.koga-style.com/ に掲載中です。 
 

【問い合わせ先】 
 古賀すたいる 戸田 090-6663-0836 大神 090-5476-0646 

 １１月２５日に投票日を迎える古賀市長選挙。古賀において１８才からの若者世代が新た

に有権者としてなって臨む初めての市長選挙です。２０代・３０代の世代を含め、あまり投

票に赴いていない有権者に、少しでも選挙に関心を持ってもらい投票を促すために今回も「せ

んきょ割」を実施します。 

２０１５年４月の古賀市議会議員一般選挙以来、４度目の「せんきょ割」ですが、今回は

本日までに約４０の協力店が、実際に投票をした古賀の有権者の方のために魅力的な特典を

準備しています。選挙に行って、さらに地元のお店との出会いを楽しみましょう。 

古賀市長選挙を舞台に、「せんきょ割」を実施します!! 

 投票すると、古賀市でオトク！ 約４０店舗の協力店が特典を準備中!! 
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ビブリオバトルを開催します！！ 

 
 
 

 

 

■実施日時など 

 「ビブリオバトル IN 古賀市立図書館」 
日時：11 月 3 日(土) 14 時～15 時 30 分 
場所：リーパスプラザこが 歴史資料館 中会議室 
 

■目的やキャッチフレーズなど 

 「人を通して本を知る、本を通して人を知る」楽しい知的ゲームを始めよう 

 

■実施内容 

 古賀市立図書館で、ビブリオバトルを開催します。 
ひとり 5 分間の持ち時間で、読んだ本について語ったのち、観覧者から質問を受け、

最後に一番読みたくなったチャンプ本を選びます。ビブリオバトル公式ルールにのっ

とって進行します。 
 本の読み方は個人によって自由ですが、本の魅力や読むべきところをほかの人に伝

えるのは、別の難しさがあります。伝え方を工夫して発表してくださる方々に敬意を

表しつつ、一番読みたくなった本を選ぶというバトルが展開されます。 
 新しい本との出会いがあり、他の人の考え方、ものの見方にふれることもできます。

参加者みんなが、相互に知の世界を広げていくことができるイベントです。 
●バトラー 6 人（現在 3 人応募あり）＊中学生以上参加できます。 
●観覧者  定員 50 人（現在 7 人応募あり） 
＊参加は無料 
●高齢者外出促進事業の対象です。 
 
■主催 

古賀市立図書館 

 

 

 

 

 人生で出会う本には限りがあります。読んだ本の魅力を伝えあい、その中から読

みたい本のチャンピオンを選ぶゲームに参加しませんか？ バトラー（発表者）と

観覧者を募集しています。 

今年で２回目の書評ゲームです。会場全体が参加できる楽しい催しです。 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 文化課 図書館係  担当：福間・匹田 
  電話：092－942－2561  
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古賀を歩こう！ ～秋の路～  第１８回市民ウォーキング 

  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

■実施日時など 

   日時：11 月 23 日（金・祝）   雨天中止 
    ●15ｋｍコース／受付 8 時 開会／8 時 15 分 
    ●10ｋｍコース／受付 8 時 30 分 開会／8 時 45 分 

    ●5ｋｍコース／受付 9 時 開会／9 時 30 分 

   スタート・ゴール会場：古賀グリーンパーク 

   ＊当日会場にて受付・参加無料  

 

■アピールポイント 

  ①歴史を知る   
・15ｋｍコース／船原古墳、青柳宿   
・10ｋｍコース／船原古墳、白鬚神社    
・5ｋｍコース／青柳宿、五所八幡宮   

  ②景観などを楽しむ 
・15ｋｍコース 
「歩いてん道・薬王寺コース」、薬王寺水辺公園、岳越山中腹からの見晴らし 
・10ｋｍコース／薬王寺水辺公園 
・5ｋｍコース／古賀グリーンパーク遊歩道 
 

■内容 

    ①史跡案内／船原古墳、白鬚神社、青柳宿、五所八幡宮 

    ②クイズ出題 

    ③体験会／ストーンアート 

    ④ごみ拾いウォーキング 

 

 

ファミリーや初級者向けの５ｋｍコース、歩き応えある中級者向け１０ｋｍ、そして、健脚

者向け１５ｋｍコースの３コースを準備しました。 

５ｋｍコースは、市内随一の大社で「ムーミンの木」がある神社として有名になった「五所

八幡宮」、１０ｋｍ・１５ｋｍコースは「船原古墳広場」「薬王寺水辺公園」などが見どころで

す。 

１０ｋｍ・１５ｋｍコースで立ち寄る「船原古墳広場」では、文化課職員による現地案内を行

います。 

ゴール会場で、体験会や古賀市特産品があたる「完歩くじ引き」を行います。 

また、５ｋｍコースで実施の「ゴミ拾いウォーキング（ＮＰＯ法人エコけん運営）」に参加し

【問い合わせ先】 
 古賀市教育委員会   
生涯学習推進課 スポーツ振興係 

 担当：荒川、小西   電話：092－942－1347 
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秋まつり！こがみらいサンリブマルシェ開催！ 

 
 
 

 

 

 

 

 

■実施日時など 

「秋まつり！こがみらいサンリブマルシェ」  
日時：11 月 2 日（金）3 日（土）4 日（日）10 時～17 時 

 場所：サンリブ古賀店 催事イベントコーナー 
 

■目的 

主に古賀市内在住の女性起業家で構成される団体 Koga‐jo（コガジョ）は、現在

市内で 45 人のメンバーで構成されており、それぞれが独立や店舗展開など、次の

ステージを目指しているところです。今回、古賀市の中心市街地に立地するサンリ

ブ古賀店にてマルシェを開催し、営業やＰＲを行うことにより、顧客拡大や起業家

としての力をつけることを目指し、起業へのきっかけづくり、起業への機運醸成を

図るものです。 
 

■実施内容 

    起業家による出店（エステ 洋品、雑貨の販売など） 

ワークショップ（親子でできる椅子づくりなど） 

    古賀の名産品販売（まんま実～や農産加工品・青柳醤油など） 

 

■主催：一般社団法人こがみらい 

 後援：古賀市商工会 

 

 

 

 

 

 

 

こがみらいサンリブマルシェでは、女性を中心に起業を考えている人、起業したばかり

の人による、アクセサリー・雑貨・ファッション・コーヒー・エステ等オリジナルショッ

プがサンリブ古賀店に大集合します。 

また、子どもから大人まで気軽に参加できるワークショップはもちろん、テレビで紹介

された古賀の物産も紹介販売します。 

こがみらいでは、ママから人生１００年時代現役で活躍できる古賀を目指して、古賀の

未来を盛り上げます。 

 

【問い合わせ先】 

  一般社団法人こがみらい 代表 魚谷千代子 

  電話：090－7440－5708  Email：chico0077@gmail.com 
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パソコンで確定申告書を作成する練習をしてみせんか？参加者募集 

 

 

 

 

 

■実施日時など 

日程：12 月 10 日（月）から 12 月 14 日（金）5 日間のいずれか 
場所：古賀市隣保館「ひだまり館」パソコンルーム 
対象：古賀市民でパソコンを使って確定申告書を作成してみようと考えている人 
定員：50 人 （各日 10 人× 5 日） 
時間：月～水曜日 10 時 10 分～11 時 40 分  木・金曜日 14 時 30 分～16 時  
   木・金曜日は午後開催 
申込期間：先着順（定員になり次第締め切り） 
申込方法：電話申込もしくは市税課来庁申込 
参加費：無料 
＊古賀市公共施設連絡バス「コガバス」（大人 150 円）をご利用ください。 
古賀市隣保館「ひだまり館」住所：古賀市新原 1051 番地 6 駐車場 41 台有。 

 

■キャッチフレーズ 

確定申告書を自分で作ろう！ 

① 税務署に出向く必要なし！ 

② いつでも利用可能！ 

③ 自動で税額を計算！ 

④ 前年データが利用可能！ 

 

■実施内容 

国税庁ホームページを使って確定申告書を自宅のパソコンで作成するためのパソコ

ン練習会への参加者を募集します。 
（平成 30 年分の申告書を作成するわけではありません。） 

■主催 

古賀市 

 

 

 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 市税課 市民税係  担当：野田 
  電話：092－942－1126 
 

毎年２月に市役所や税務署にて行う確定申告。人が多くて時間がかかっていませ

んか？パソコンで確定申告書が作れるようになると、好きな時間に自宅で簡単に確

定申告を行うことができます。いっしょに確定申告書を作る練習をしてみません

か？ 
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地域の風景や人とふれあう「オータムウォーキング」 

 
 
 
 

■実施日時など 

「オータムウォーキング」 

日時：11 月 9 日（金） 9 時 20 分～14 時 20 分  
   ・学年それぞれで、3 つのコースに分けて実施 
   ・1 年～花鶴丘公園コース 
   ・2 年～五所八幡宮コース 
   ・3 年～薬王寺水辺コース 

  ※雨天中止 
 

■目的やキャッチフレーズ、アピールポイントなど 

・地域を巡るウォーキングを通して、地域の風景をながめながら地域の方々とあい

さつなどを通して接する機会をもち、ふるさと古賀を愛する心を醸成し、地域とと

もにある学校づくりを推進することを目的としています。季節を彩る木々や草花の

香りを感じながら心身をリフレッシュします。 

・保護者や古賀市歩こう会にも参加を呼びかけます。 

【昨年度実績】 

 

 

 

 

 

■実施内容 

 ・9 時～   出発式 
・9 時 20 分～  各コース出発 

 ・14 時～ 帰着式 
  
 

 

地域の風景をながめながら地域の方々と接する機会をもち、ふるさと古賀を愛す

る心を醸成し、地域とともにある学校づくりを推進することを目的として、地域を

巡るウォーキングを行います。 

【問い合わせ先】 

  古賀市立古賀中学校  担当：教頭 古賀 

  電話：092－942－6871   
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保育園児と共に探検と体験「学校さんぽ」！ 

 
 
 
 

■実施日時など 

 「学校さんぽ」 

日時：11 月 13 日（火） 10 時～11 時 50 分 古賀中学校 
 ほづみ保育園・久保保育園の園児（年長）を招待 

※雨天延期（園児が歩いて来るため） 

■目的やキャッチフレーズ、アピールポイントなど 

 ・地域とともにある学校づくりの推進することを目的としています。授業中の教室

も探検し、中学生の膝の上に座り一緒に授業を受けることもあります。園児の可

愛らしい姿に中学生も笑顔になります。 

 【昨年度実績】 

 

 

 

 

 

 

■実施内容 

 ・9 時 55 分～      古賀中武道場集合 
 ・10 時～        はじめの会 
 ・10 時 5 分～11 時 40 分 学校さんぽ…2 校時目途中～3 校時目途中 
 ・11 時 45 分～      終わりの会 
 

 

 

 

地域への学校公開の一環で保育園児を招待し、学校探検や授業体験を行います。

授業中の教室も探検し、保健体育や家庭科、美術科、音楽科では一部活動にも参加

します。 

【問い合わせ先】 

  古賀市立古賀中学校  担当：教頭 古賀 

  電話：092－942－6871   



古賀市 記者発表資料 
 

8 
 

第１８回古賀市子どもわくわくフェスタを開催します 

 
 
 
 

■実施日時など 

「第 18 回古賀市子どもわくわくフェスタ」 

日時：12 月 2 日(日)10 時～15 時 

  場所：リーパスプラザこが 中央公民館、交流館、市民グラウンド、市民体育館 

 

■目的など 

古賀市内の青少年育成活動団体が集い、子どもたちによるイベントを実施すること 

で、子どもたちに体験の場を設け健全育成に寄与します。また、企画・運営を通し 

て、育成団体相互の連携を深め、今後の活動に活かしていきます。 

 

■実施内容 

・ステージ発表 

場所：中央公民館大ホール  

時間：午前の部 10 時～11 時 30 分 午後の部 13 時 10 分～13 時 40 分 

・体験・ものづくり 

場所：交流館、グラウンド、体育館、中央公民館ホワイエ  

時間：10 時 40 分～ 

・食品販売 

場所：市民グラウンドのテント 

時間：10 時 40 分～ 

 

■主催など 

古賀市教育委員会・古賀市子どもわくわくフェスタ運営委員会     

 

 

 

 

 

 

 

今年もやります！子どもたちによる、子どもたちのための文化祭♪ 

「古賀市子どもわくわくフェスタ」で見て、聴いて、味わって、体験してみましょ

う！ 

【問い合わせ先】 

  古賀市教育委員会 青少年育成課  担当：渋田 

  電話：092－942－1172   
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第１４回 野幸山幸おのまつり「ふるさとづくり・ひとづくり」 

 
 
 
 

■実施日時など 

 「野幸山幸おのまつり」 
日時：11 月 11 日（日）9 時～14 時 30 分 
場所：古賀市立小野小学校  

 

■目的など 

地域の人々のふれあいを深め、地域の伝統・文化を知ることで、小野校区の魅力を

確認し、絆を深めることを目的にしています。 

 

■実施内容 

午前中が小野小学校中心で児童の学習発表会、午後は校区運営協議会を中心とした

イベントです。 

劇、合唱、合奏、創作ダンス等、趣向を凝らした各学年の小学生の学習発表はもち

ろん、地域の特色有る展示、ステージ発表等、一日中小野校区のエネルギーを感じて

いただける催しです。 

物品販売、バザーも賑やかで、どなたも参加していただける体験型学習や、行政と

のコラボで健康づくりの一助となる骨密度測定コーナーもあります。 

 

■主催 

小野小校区運営協議会、小野小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

校区の皆様とのふれあいを深め、地域の伝統・文化を知ることで、小野小学校区

のよさを実感し、絆を深めることを目的に、各行政区・小学校・ＰＴＣＡ・教育諸

団体連携のもと、小野小学校を会場として「野幸山幸おのまつり」を行っています。 

  

【問い合わせ先】 
  古賀市立小野小学校    

担当：教頭 大住  
   電話：092－946－2331  
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